
資料名 著者名 出版者

1 男尊女子 酒井 順子 集英社

2 ガーデン 千早 茜 文藝春秋

3 ハッチとマーロウ 青山 七恵 小学館

4 潮騒はるか 葉室 麟 幻冬舎

5 暮らしやすい家づくりのヒント 主婦の友社 主婦の友社

6 めぐみ園の夏 高杉 良 新潮社

7 天上の葦 上 太田 愛 KADOKAWA

8 疑薬 鏑木 蓮 講談社

9 アンカー 今野 敏 集英社

10 ピエロがいる街 横関 大 講談社

11 宅配がなくなる日 松岡 真宏 日本経済新聞出版社

12 悪左府の女 伊東 潤 文藝春秋

13 決戦!新選組 葉室 麟 講談社

14 7番街の殺人 赤川 次郎 新潮社

15 Q&A日経記者に聞く安心老後、危ない老後 後藤 直久 日本経済新聞出版社

16 光と影を映す 山田 太一 PHP研究所

17 あの子が結婚するなんて 五十嵐 貴久 実業之日本社

18 かいけつゾロリぴあ ぴあ

19
世界一シンプルなナチュラルメイクの教科
書

赤松 絵利 講談社

20 カタストロフ・マニア 島田 雅彦 新潮社

21 探偵さえいなければ 東川 篤哉 光文社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 それでもパレスチナに木を植える 高橋 美香 未來社

23 転職に向いている人転職してはいけない人 黒田 真行 日本経済新聞出版社

24 トコトンやさしい界面活性剤の本 阿部 正彦 日刊工業新聞社

25 私が日本人になった理由 ドナルド　キーン PHP研究所

26 洗車のテクニック&メンテナンス カーケアジャパン 成美堂出版

27 横濱エトランゼ 大崎 梢 講談社

28 禁じられたジュリエット 古野 まほろ 講談社

29 島尾敏雄・ミホ愛の往復書簡 島尾 敏雄 中央公論新社

30 アノニム 原田 マハ KADOKAWA

31 永久囚人 麻見 和史 KADOKAWA

32 チャレンジが道をひらく 王 貞治 PHP研究所

33 才能とは続けられること 羽生 善治 PHP研究所

34 あきらめなかったいつだって 森 光子 PHP研究所

35 死を思えば生が見える 山折 哲雄 PHP研究所

36 悲しみは真の人生の始まり 柳田 邦男 PHP研究所

37 ドクター・デスの遺産 中山 七里 KADOKAWA

38 妄信 朝日新聞取材班 朝日新聞出版

39 ドS刑事(デカ) 5 七尾 与史 幻冬舎

40 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田 有史 慶應義塾大学出版会

41 病巣 江上 剛 朝日新聞出版

42 あなたならどうする 井上 荒野 文藝春秋

43 パーマネント神喜劇 万城目 学 新潮社

44 何のために生まれてきたの? やなせ たかし PHP研究所



45 史伝西郷隆盛 海音寺 潮五郎 文藝春秋

46 夢追い漫画家60年 藤子 不二雄A PHP研究所

47 図書室のピーナッツ 竹内 真 双葉社

48 謀略!大坂城 加来 耕三 さくら舎

49 ゼンマイ 戌井 昭人 集英社

50
病気になったとき体の中で起きてることが
見える本

NHK 主婦の友社

51 福袋 朝井 まかて 講談社

52 わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本 理生 幻冬舎

53 東京カウガール 小路 幸也 PHP研究所

54 関東戎夷焼煮袋 町田 康 幻戯書房

55 刀の日本史 加来 耕三 講談社

56 じごくゆきっ 桜庭 一樹 集英社

57 図解でわかる!ビジネス文書 直井 みずほ 秀和システム

58 満月の泥枕 道尾 秀介 毎日新聞出版

59 ダークナンバー 長沢 樹 早川書房

60 孤道 内田 康夫 毎日新聞出版

61 プロが答える写真の撮り方Q&A 学研プラス

62 朴槿恵 心を操られた大統領 金 香清 文藝春秋

63 万次郎茶屋 中島 たい子 光文社

64 有期労働契約の無期転換がわかる本 岡田 良則 自由国民社

65 黒い波紋 曽根 圭介 朝日新聞出版

66 いつか着る服、いつも着る服 茅木 真知子 文化学園文化出版局

67 なぞなぞ&ことばあそび決定版570問 阿部 恵 学研プラス



68 1934年の地図 堂場 瞬一 実業之日本社

69 史伝西郷隆盛 海音寺 潮五郎 文藝春秋

70 茶のこころを世界へ 千 玄室 PHP研究所

71 球道恋々 木内 昇 新潮社

72 日本史は「嫉妬」でほぼ説明がつく 加来 耕三 方丈社

73 失敗と成功の日本史 加来 耕三 滋慶出版/つちや書店

74 仕事に役立つ専門紙・業界紙 吉井 潤 青弓社

75
経済ニュースの「なぜ?」を読み解く11の
転換点

田村 賢司 日経BP社

76 ニュートリノと私 小柴 昌俊 PHP研究所

77 美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂 河出書房新社

78 掟上今日子の旅行記 西尾 維新 講談社

79 親子でアウトドア! vol.3 枻出版社

80 組み方を楽しむエコクラフトのかご作り 荒関 まゆみ 朝日新聞出版

81 あなたのその「忘れもの」コレで防げます 芳賀 繁 NHK出版

82 演劇ほど面白いものはない 蜷川 幸雄 PHP研究所

83 子ども格差の経済学 橘木 俊詔 東洋経済新報社

84 増山超能力師大戦争 誉田 哲也 文藝春秋

85 困ったときの新人ケアマネ虎の巻 杉山 想子 技術評論社

86 保育の仕事がわかる本 田代 和美 日本実業出版社

87 星の子 今村 夏子 朝日新聞出版

88 ジョン・マン 6 山本 一力 講談社

89 変幻 今野 敏 講談社

90 本物には愛が。 黒柳 徹子 PHP研究所



91 武曲(むこく) 2 藤沢 周 文藝春秋

92 危険領域 笹本 稜平 徳間書店

93 デンジャラス 桐野 夏生 中央公論新社

資料名 著者名 出版者

94 怪談オウマガドキ学園 21 常光 徹 童心社

95 怪談オウマガドキ学園 22 常光 徹 童心社

96 春くんのいる家 岩瀬 成子 文溪堂

97 超訳こども「ニーチェの言葉」 齋藤 孝 KADOKAWA

98 くすのきだんちのあめのひ 武鹿 悦子 ひかりのくに

99 ねことさかなとなみぼうず わたなべ ゆういち フレーベル館

100 なまけてなんかない! 品川 裕香 岩崎書店

101 よくわかる薬物依存 阿部 和穂 PHP研究所

102 ハブラシくん 岡田 よしたか ひかりのくに

103 かさちゃんです。 とよた かずひこ 童心社

104 そらまめくんのはらっぱあそび なかや みわ 小学館

105 はじめてのきょうりゅうずかん 講談社ビーシー 講談社

106 はしれはしごしゃ 間瀬 なおかた ひさかたチャイルド

107 まじょ子とプリンセスのキッチン 藤 真知子 ポプラ社

108 超訳こども「アドラーの言葉」 齋藤 孝 KADOKAWA

109 星と星座の伝説  冬 瀬川昌男 小峰書店

110 レイミー・ナイチンゲール ケイト　ディカミロ 岩波書店

111 ノラネコぐんだん あいうえお 工藤 ノリコ 白泉社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



112 だじゃれ世界一周 長谷川 義史 理論社

113 都道府県・クイズ図鑑 クイズ図鑑編集部 あかね書房

114 パリのエマ クレール　フロッサール 福音館書店

115 百万ポンド紙幣 マーク　トウェイン 理論社

116 怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス　ルブラン 理論社

117 これあな みやにし たつや 鈴木出版

118 キキとジジ 角野 栄子 福音館書店

119 よるのおと たむら しげる 偕成社

120 ちゅうちゅうたこかいな 新井 洋行 講談社

121 明智小五郎 江戸川 乱歩 汐文社

122 大きなかぶ チェーホフ 理論社

123 給食室の日曜日 村上 しいこ 講談社

124 NEWウォーリーをさがせ!
マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

125 織田信長 加来 耕三 ポプラ社

126 豊臣秀吉 加来 耕三 ポプラ社

127 徳川家康 加来 耕三 ポプラ社

128 戦国武将列伝 加来 耕三 ポプラ社

129 幕末志士伝 加来 耕三 ポプラ社

130 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう! くぼ まちこ アリス館

131 わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの ゆみこ ひさかたチャイルド

132 よくわかる消防・救急 坂口 隆夫 PHP研究所

133 金田一耕助 横溝 正史 汐文社

134 シャーロック・ホームズ コナン　ドイル 汐文社



135 ミス・マープル アガサ　クリスティー 汐文社

136 わらいばなし20話 西本 鶏介 学研プラス

137 にじいろでんしゃはっしゃしまーす! 間瀬 なおかた 学研教育みらい

138 バーバピカリと小さくなる薬 アネット　チゾン 講談社

139 カーネーション いとう みく くもん出版

140 知ってる?バレーボール 熊田 康則 ベースボール・マガジン社

141 知ってる?卓球 藤井 寛子 ベースボール・マガジン社

142 知ってる?ハンドボール 水野 裕矢 ベースボール・マガジン社

143 知ってる?ミニバスケットボール 鈴木 良和 ベースボール・マガジン社

144 知ってる?野球 関口 勝己 ベースボール・マガジン社

145 知ってる?ラグビー 仲西 拓 ベースボール・マガジン社

146 知ってる?ソフトボール 齊藤 優季 ベースボール・マガジン社

147 知ってる?バドミントン 中口 直人 ベースボール・マガジン社

148 詩ってなあに? ミーシャ　アーチャー BL出版

149 釣りにいこうよ! 加藤 康一 講談社ビーシー

150 世界が若かったころ ジャック　ロンドン 理論社

151 妖怪アパートの幽雅な日常 9 香月 日輪 講談社

152 妖怪アパートの幽雅な日常 10 香月 日輪 講談社

153 くじらじゃくし 安田 夏菜 講談社

154 二番がいちばん D.H.ロレンス 理論社

155 いのちつぐ「みとりびと」 12 國森 康弘 農山漁村文化協会

156 バーバパパのおもちゃ工場 アネット　チゾン 講談社

157 バーバパパとまぼろしのピラミッド アネット　チゾン 講談社



158 バーバブラボーは名探偵 アネット　チゾン 講談社

159 バーバパパと恐竜 アネット　チゾン 講談社

160 バーバママ火山へいく アネット　チゾン 講談社

161 きんたろうちゃん 斉藤 洋 講談社

162 よくわかるネット依存 遠藤 美季 PHP研究所

163 メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン　G.ロビンソン 岩波書店

164 この本をかくして マーガレット　ワイルド 岩崎書店

165 世界恐竜発見地図 ヒサ クニヒコ 岩崎書店

166 かわうそ3きょうだいとらのまき あべ 弘士 小峰書店

167 手おけのふくろう ひらの のぶあき 福音館書店

168 ペンダーウィックの四姉妹 3 ジーン　バーズオール 小峰書店

169 いのちつぐ「みとりびと」 11 國森 康弘 農山漁村文化協会

170 なぜ?の図鑑 ネコ 今泉 忠明 学研プラス

171 フワフワ おおなり 修司 絵本館

172 微生物のサバイバル 1 ゴムドリco. 朝日新聞出版

173 微生物のサバイバル 2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

174 ジャングルのサバイバル 1 洪 在徹 朝日新聞出版

175 ジャングルのサバイバル 2 洪 在徹 朝日新聞出版

176 ナイトサファリのサバイバル 1 ゴムドリco. 朝日新聞出版

177 ナイトサファリのサバイバル 2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

178 水不足のサバイバル スウィートファクトリー 朝日新聞出版

179 湿地生物のサバイバル 洪 在徹 朝日新聞出版

180 地中世界のサバイバル 2 スウィートファクトリー 朝日新聞出版



181 鳥のサバイバル 1 ゴムドリco. 朝日新聞出版

182 鳥のサバイバル 2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

183 弥生時代のサバイバル 市川 智茂 朝日新聞出版

184 飛鳥時代のサバイバル 細雪 純 朝日新聞出版

185 鎌倉時代のサバイバル イセケヌ 朝日新聞出版

186 戦国時代のサバイバル トリル 朝日新聞出版

187 幕末のサバイバル もとじろう 朝日新聞出版

188 明治時代のサバイバル もとじろう 朝日新聞出版

資料名 著者名 出版者

189 どうぎゃん　2017年6月号 どうぎゃん編集部

190 Ｎｕｍｂｅｒ 文藝春秋

191 趣味の園芸　2017年7月号 日本放送出版協会

192 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2017年7月号 ベネッセコーポレーション

193 ＭＯＲＥ　2017年7月号 集英社

194 どうぎゃん　2017年5月号 どうぎゃん編集部

195 壮快　2017年8月号 マキノ

196 きょうの料理　2017年7月号 日本放送出版協会

197 婦人公論　2017年6/27号 中央公論社

198 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年6月15日 文藝春秋

199 現代農業　2017年7月号 農山漁村文化協会

200 かぞくのじかん  夏 婦人之友社

201 ＥＳＳＥ　2017年7月号 （株）扶桑社

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌



資料名 著者名 出版者

1 孤道 内田 康夫 毎日新聞出版

2 エスニックつくりおき エダジュン
パルコエンタテインメント
事業部

3 きものの仕立て方　続 小田 美代子 文化学園文化出版局

4 ドクター・デスの遺産 中山 七里 KADOKAWA

5 悪左府の女 伊東 潤 文藝春秋

6 ガーデン 千早 茜 文藝春秋

7 球道恋々 木内 昇 新潮社

8 あなたならどうする 井上 荒野 文藝春秋

9 栗原心平のとっておき「パパごはん」 栗原 心平 講談社

10 魔法のゼリー 荻田 尚子 主婦と生活社

11 女子栄養大学のダイエット弁当
女子栄養大学栄養クリ
ニック　監修

世界文化社

12 増山超能力師大戦争 誉田 哲也 文藝春秋

13 世界一やさしい海釣り入門 西野 弘章 山と溪谷社

14
病気になったとき体の中で起きてることが
見える本

NHK　編集 主婦の友社

15 私にとっての憲法 岩波書店編集部　編集 岩波書店

16
部下がアスペルガーと思ったとき上司が読
む本

宮尾 益知 河出書房新社

17
「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総
理大臣　明治・大正篇

竹内 正浩 実業之日本社

18 カタストロフ・マニア 島田 雅彦 新潮社

19
つらい更年期障害をしっかり乗り越える方
法

対馬 ルリ子 ナショナル出版

20 ママがほんとうにしたかったこと エリザベス　イーガン 小学館

21 西郷隆盛１ 海音寺 潮五郎 KADOKAWA

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



22 名古屋'18 昭文社

23 女と男の品格。 伊集院 静 文藝春秋

24 優しき悪霊 輪渡 颯介 講談社

25 ピエロがいる街 横関 大 講談社

26 7番街の殺人 赤川 次郎 新潮社

27 関東戎夷焼煮袋 町田 康 幻戯書房

28 決戦!新選組 葉室 麟 講談社

29 横濱エトランゼ 大崎 梢 講談社

30 ペットショップボーイズ 竹吉 優輔 光文社

31 青の王 廣嶋 玲子 東京創元社

32 コップの中の医療村 中村 哲生 日本医療企画

33 デンジャラス 桐野 夏生 中央公論新社

34 ふでばこ君 佐久間 一行 幻冬舎

35 アンカー 今野 敏 集英社

36 ある日うっかりPTA 杉江 松恋 KADOKAWA

37 狭くても使いやすい台所 主婦と生活社

38
卵アレルギーの子どものためのおいしいお
やつとごはん

大矢 幸弘　監修 成美堂出版

39 アノニム 原田 マハ KADOKAWA

40 標本BOOK さとう かよこ 日東書院本社

41 めぐみ園の夏 高杉 良 新潮社

42 カンタン!かぎ針編み子供のサマーハット アップルミンツ

43 ニャンニャンにゃんそろじー 有川 浩 講談社

44 一番よくわかる庭木の剪定 小池 英憲　監修 新星出版社



45 肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山 耕一郎 飛鳥新社

46
知りたい会いたい特徴がよくわかるコケ図
鑑

藤井 久子 家の光協会

47 おうちで作るアイスケーキ 岡本 ゆかこ 河出書房新社

48 ハッチとマーロウ 青山 七恵 小学館

49 沖ノ島 藤原 新也 小学館

50 じごくゆきっ 桜庭 一樹 集英社

51 なんでも自分で包む本 サマンサネット　監修 洋泉社

52 ぽっちゃり女子のファッションbook 大瀧 彩乃 主婦と生活社

53 花いくさ 鬼塚 忠 角川書店

54 ジョン・マン６ 山本 一力 講談社

55 武曲(むこく)２ 藤沢 周 文藝春秋

56 ご本,出しときますね? BSジャパン　編集 ポプラ社

57 変幻 今野 敏 講談社

58 疑薬 鏑木 蓮 講談社

59 ハイド ダニエル　ルヴィーン KADOKAWA

60 一刀両断 櫻井 よしこ 新潮社

61 西の魔女が死んだ 梨木 香歩 新潮社

62 「留守番めし」の作りおき 牧野 直子 文化学園文化出版局

63 人生を動かす仕事の楽しみ方 新津 春子 大和書房

64 住まいの老い支度 阿部 絢子 講談社

65 がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty さとう 桜子 主婦の友社

66 ゼンマイ 戌井 昭人 集英社

67 男尊女子 酒井 順子 集英社



68 福袋 朝井 まかて 講談社

69 外食・コンビニ・惣菜のカロリーガイド 香川 明夫　監修 女子栄養大学出版部

70 はじめてのスワッグ 岡本 典子 文化学園文化出版局

71
ダンボールで作れるかわいいキッズ家具&
おもちゃ

山田 素子　監修 ブティック社

72 離れている家族に冷凍お届けごはん 上田 淳子 講談社

73 パーマネント神喜劇 万城目 学 新潮社

74 元気な魚が育つ水槽作り 青木 崇浩 日東書院本社

75
拝啓市長さま、こんな図書館をつくりま
しょう

アントネッラ　アンニョ
リ

みすず書房

76
知らないと損をする!国の制度をトコトン使
う本

清水 京武 KADOKAWA

77 和中華 堤 人美 主婦と生活社

78 ヨチヨチ父 ヨシタケ シンスケ 赤ちゃんとママ社

資料名 著者名 出版者

79 くだもの 平山 和子 福音館書店

80 NEWウォーリーをさがせ!
マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

81 きょだいなきょだいな 長谷川  摂子 福音館書店

82 かしてあげたいな 八木田 宜子 絵本塾出版

83 三びきのこぶた 瀬田 貞二 福音館書店

84 おにぎり 平山  英三 福音館書店

85 きんたろうちゃん 斉藤 洋 講談社

86 のせてのせて 松谷 みよ子 童心社

87 ねないこだれだ せな けいこ 福音館書店

88 くつくつあるけ 林  明子 福音館書店

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



89 いないいないばあ 松谷 みよ子 童心社

90 かたつむりくん かとう まふみ 風濤社

91 ロージーのおさんぽ パット＝ハッチンス 偕成社

92 ちゅうちゅうたこかいな 新井 洋行 講談社

93 いいおかお 松谷 みよ子 童心社

94 ふらいぱんじいさん 神沢 利子 あかね書房

95 きんぎょが にげた 五味 太郎 福音館書店

96 わたしのワンピース にしまき かやこ こぐま社

97 かいじゅうたちのいるところ モーリス　センダック 冨山房

98 おはよう なかがわ りえこ グランまま社

99 春くんのいる家 岩瀬 成子 文溪堂

100 キキとジジ 角野 栄子 福音館書店

101 ぐりとぐら 中川 李枝子 福音館書店

102 おつきさまこんばんは 林  明子 福音館書店

103 ももたろう まつい ただし 福音館書店

104 かばくん 岸田  衿子 福音館書店

105 おおきなかぶ Ａ．トルストイ 福音館書店

106 だいくとおにろく 松居  直 福音館書店

107 はらぺこあおむし エリック　カール 偕成社

108 さんまいのおふだ 水沢謙一　再話 福音館書店

109 りんごがひとつ ふくだ  すぐる 岩崎書店

110 きょうりゅうたちがけんかした ジェイン　ヨーレン 小峰書店



111 わにわにのおふろ 小風 さち 福音館書店

112 じゃあじゃあびりびり まつい のりこ 偕成社

113 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん こぐま社

114 ぴょーん まつおか  たつひで ポプラ社

115 ぐるんぱのようちえん 西内 ミナミ 福音館書店

116
ジュニアのためのボルダリング実践テク上
達バイブル

小山田 大　監修 メイツ出版

117 詩ってなあに? ミーシャ　アーチャー BL出版

118 でんしゃずし 丸山 誠司 交通新聞社

119 あおくんときいろちゃん レオ　レオーニ 至光社

120 おさるとぼうしうり
エズフィール　スロボド
キーナ

福音館書店

121 ぼくおかあさんのこと… 酒井 駒子 文渓堂

122 きゅっきゅっきゅっ 林  明子 福音館書店

123 でんしゃのずかん 五十嵐 美和子 白泉社

124 たなばたにょうぼう 常光 徹 童心社

125 くっついた 三浦 太郎 こぐま社

126 ペンダーウィックの四姉妹３ ジーン　バーズオール 小峰書店

127 大きい1年生と小さな2年生 古田 足日 偕成社

128 おしゃべりなたまごやき 寺村 輝夫 福音館書店

129 ちいさいおうち
バージニア　リー　バー
トン

岩波書店

130 どろんここぶた アーノルド　ローベル 文化出版局

131 このあいだになにがあった? 佐藤 雅彦 福音館書店



132 パリのエマ クレール　フロッサール 福音館書店

133 そらまめくんのはらっぱあそび なかや みわ 小学館

134 かわうそ3きょうだいとらのまき あべ 弘士 小峰書店

135 3びきのくま トルストイ 福音館書店

136 メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン　G.ロビンソン 岩波書店

137 だじゃれ世界一周 長谷川 義史 理論社

138 よるのおと たむら しげる 偕成社

139 給食室の日曜日 村上 しいこ 講談社

140 ノラネコぐんだん あいうえお 工藤 ノリコ 白泉社

141 手おけのふくろう ひらの のぶあき 福音館書店

142 この本をかくして マーガレット　ワイルド 岩崎書店

143 レイミー・ナイチンゲール ケイト　ディカミロ 岩波書店

144 ふしぎなナイフ 中村 牧江 福音館書店

資料名 著者名 出版者

145 ＥＳＳＥ　2017年7月号 （株）扶桑社

146 オレンジページ　2017年7/2号 ㈱オレンジページ

147 ウィズ　2017年7月号 講談社

148 オレンジページ　2017年6/17号 ㈱オレンジページ

149 婦人公論　2017年6/27号 中央公論社

150 CHANTO　2017年7月号 主婦と生活社

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌



151 Saita　2017年7月号 セブン＆アイ出版

152 婦人公論　2017年6/13号 中央公論社

153 TJカゴシマ　2017年7月号


